
 
  

令和３年 ３月２９日（月）第 2038 回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   杉本 政昭 会長 

委 嘱 状  米山奨学生カウンセラー 竹吉 睦 会員 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

ふくい働き方改革推進支援センター 

委託事業センター長 特定社会保険労務士 

和田 千賀子 様 

「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

  ～同一労働同一賃金への対応と 

          働き方改革への取り組み～」  

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年 ４月 ５日（月）第 2039 回例会 

祝事 

クラブフォーラム 

次回の例会  

令和３年 ４月１２日（月）第 2040 回例会 

会員卓話 東角 操 会員 

令和３年 ４月１９日（月）第 2041 回例会 

外部卓話  

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会 

理事長 大濃 孝尚 様 他会員 

「市民の会の活動について」 

令和３年 ４月２６日（月）第 2042 回例会 

外部卓話 

福井県金融広報委員会 万
ばん

久
きゅう

 弘子 様 

「未 定」 

 

今後の予定  

幹事報告  

①今年度地区補助金事業（国際奉仕委員会）変更につ

いて 

→地区より承認 

令和３年３月２９日発行 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局にご連絡ください。 



 

  

皆さん、こんにちは。 

本日、例会受付にて「ウイングカップソフトボール大会２５年のあゆみ」 と

題した冊子をお渡ししました。私も、何度かこの大会を見させていただきまし

た。選手たちの素晴らしい技術と、大変元気な姿で、帰る時にはこちらが元気

を貰って帰っておりました。冊子を是非ご覧ください。 

3 月 21 日をもって全都道府県で緊急事態宣言が解除されました。今後は首都

圏との往来も多くなると思います。お体には十分気を付けてお過ごしください。 

さて、本日の会報の一番最後をご覧ください。山下会員の「卓話を終えて」 

のところの②番です。「丸岡ＲＣの過去の会報が資料作りの際に大変役に立っ

た。毎週しっかりした会報を作り、これを続けることが大きな財産になること

を再認識した。」と山下会員の感想があります。ホームページからは小見山年度

からの会報が見ることが出来ます。僕も、過去の会報たまに見ることがありま 

すが、「あの時代はこんな事をしてたんや」など、参考になることがたくさんあります。皆さんも、ぜひご覧い

ただきたいと思います。ちなみに、僕が新会員として初めて出席した例会は、ちょうど１０年前平成２３年３月９

日第１６０６回の例会の時で、林田恒正会長から紹介をいただいき大変緊張していたのを、覚えています。緊張し

ていたのは、覚えていたのですが、例会内容は全く覚えがなく、林田恒正会長がご挨拶でどのようなお話をされた

かも全く覚えてなくて、ホームページの会報で調べてみましたら、会長挨拶は断捨離についてお話されておりまし

た。まあ、こんな感じで調べることもできますし、貴重な資料として役に立つと思います。どうぞ、活用いただき

たいと思います。今日は、その林田恒正会員の卓話です。どうぞよろしくお願いします。 

 

杉本 政昭 会長挨拶                          ３月２２日（月） 

会員卓話                         ３月２２日（月） 

             「人との出会いとロータリー」         林田 恒正 会員 

今日は人生を振り返りながら、「人との出会いとロータリー」というテーマでお話を

したいと思います。 

①人間は、いろんなことに出会い、それが人生をつくっていく 

●生まれた時代  私は、日本人男性の平均寿命 81.7歳を超えた。丸岡ＲＣでは、南さ

ん林田千之さんにつづき、３番目。週刊誌の記事に、「人生の最後の最後で失敗しないた

めに」「８０歳を過ぎて私が捨てたいもの、やめたいこと」などあった。最近、高齢者の

特集が多いと感じる。昭和 14 年の終戦前に東京で生まれ 19 年の 12 月に疎開で父親の

実家の丸岡へ帰ってきた。●災害 福井地震、父親の死、台風、豪雪などを経験した。 
災害に遭って、人生が変わる。３/９県民福井に、東角会員の「東日本大震災と福井とのつながり」との記事があっ

た。1997 年にロシアのタンカーの重油流出事故の際、当時私も福祉保健部長だったので、大変さを理解している。

それを機に福井県の災害ボランティアネットを東角さんが立ち上げられ、東日本大震災後、陸前高田市のリンゴ農

家の応援をしている。災害の際に、出会ったことにより、支援の輪が広がっていくと記載されていた。●生まれた

地域  町であったり、田んぼや山が広がる地域でも出会いは変わる。●家族 家の跡取りとして生まれるなど、

様々な人生がある。●遊び 私は昭和 38 年に県庁に入庁後、その年に坂井事務所の福祉課勤務。5 月 20 日三国祭

には、午前中は仕事して、午後は三国祭り、そして夜はその仕事場での近くの料理屋で宴会をした。職員と一緒に、

午後、当時九頭竜川に三国ボート場があり、初めてみんなに連れられて出かけた。私の給料が 13,800円当時に、

「3-5」の券を購入したら、それが、大穴で、30,000円になった。それがきっかけで、ボートレース好きな仲間か

ら誘われ、尼崎にまで行った経験がある。ギャンブルに出会ってギャンブル症候群になる人もいる。 

②私とロータリー 

入会：平成１２年９月２０日  町長に就任して 1 年経った時 山岸功会員と、亡くなった川端一男氏の推薦。 
入会の動機： ①県庁と丸岡の行き来をしているだけで、丸岡のことをあまり知らないので、ロータリークラブ

で、色々な人と出会えると思って入会した。②中川さんが知事で、栗田さんが副知事の時に、二人ともロータリー

に入会していた。ロータリーの活動を垣間見てた。特に栗田さんは、入会していた福井北ＲＣの例会日の水曜日の

お昼には、予定をなるべく入れないようにして、例会に出席されていた姿をみて、私もそうやって、勉強するのがいい

と感じた。ガバナーをされてからは、例会は皆出席とのこと。 



 

  

先日 20 日お彼岸の日 「すだちの家」にて福井北ＲＣの奉仕活動に参加した。昭和 45 年から 48 年まで児童相談

所に勤務。身体障害者や、重症心身障害児、知的障害児に出会った。十数年経ってから県庁の社会教育課へ異動

し、学校の先生方と一緒の職場になった。その当時出会った親たちから、障害をもつ子供たちの支援学校を卒業後

の進路に悩んでおり、子供達の将来を考えて施設を作りたいと相談を受けた。社会教育課の課長時代の参事が福井

北ＲＣの村田さんであった。その村田さんのお父さんが県会議員で、障害者を支援する会長であった。村田さんに

土地などを提供してもらい、ソフトの面は私が協力した。親御さんと一緒に協力して作った施設、それが福井市東

大味町「すだちの家」自閉症の施設。その関係から、現在福井北ＲＣが支援をしている。その日は、福井北ＲＣの

メンバーの福種の社長を中心に２０人くらいのメンバーでじゃがいもの種を植えた。収穫後は、カレーを作って入

所者（平均 47歳くらい）と食事をしようと計画している。このように、福井北ＲＣの会員も、若手の人を中心に

一生懸命奉仕活動をしている。 
また、福井北ＲＣのその中で、井上商事の井上さんは、私の恩人。3 年前、山から落ちた時に救っていただいた

方であり、ロータリークラブでの出会いのおかけだなぁと思う。 
私が一番ロータリーで望むところは「会員相互の親睦」と「奉仕活動の充実」福井北ロータリーも、コロナ禍であ

っても外へ出て、そして奉仕活動している。先ほどの、すだちの家での奉仕活動後に、懇親の場がないとやはり、

つまらないと、皆で、話していた。 
ロータリー活動で楽しかった思い出 
会長時は栗田ガバナーの年度。刺激を受けて、様々なロータリー活動に参加。 
・ウイングカップ  配布した記念誌のウイングカップソフトボール大会で、ロータリー杯とい

うカップを作り丸岡ロータリークラブの支援をもらった。柿木会員の会社の従業員もメンバ

ーに入っていて、記念誌に柿木さんからのメッセージが載っている。現在は、ソフトボール人

口が減り、支援が減少して運営が大変。 
・古里を「のろしでつなごう」  滋賀県から、丸岡城から山城山（豊原）、刈安山へ、そして石川県へとのろし

を繋いだ。地元の長畝、平章、高椋小学校の子供達、保護者の人達も参加。 
・在来種の「丸岡そばを知ろう」  丸岡町で、減反政策で植えるそばを植える助成金を支給していた。在来種の

評価が高い。子どもたちやご婦人と共に公民館で蕎麦を打って食べた。 
・島原の姉妹都市である島原南ロータリーとの姉妹クラブ交流・三国ＲＣや山中ＲＣの友好クラブとの合同例会 
・バーベキュー大会やクリスマス家族会・古城まつりのもちまきの参加・カーブミラーの清掃・少年サッカー大会

など、楽しい出会いと思い出がある。  

③ロータリー活動を通じての人との出会い 

■栗田元知事がガバナー（2011 年ガバナー）に就任時に、私も丸岡ＲＣの会長に就任した。 
県庁時代の関係から、ロータリーを通じての関係でもつながりができた。出会いは、県庁の企画参事時代。栗田

副知事が福井県文化会館の創立３０周年でブラジルへ訪問、商工労働部の次長と参事の私たちは、福井県の企業

がアメリカ進出に伴い、県のニューヨーク事務所を作る為に渡米し、ロサンゼルスで副知事一行と落ち合うとい

う約 1ヶ月近い海外旅行があった。その際に、一応通訳はいたが、移動やホテルでの会話に備えて、事前に英会

話学校へ通った。旅程の最後に、栗田氏に「林田くんはまじめな男だな」と言われたのが出会いのきっかけ。そ

の後、中川知事が 5 期を目指している時に県庁の秘書課の企画参事で、中川氏の選挙対策の仕事をしていた。

中川知事が体調不良で、不出馬になり、栗田さんが出馬する際に、お手伝いをした。その後、二代目の秘書課長

をした。 
■栗田パストガバナーより、福井第 2 グループのガバナー補佐の推薦を受ける。（2013 年～2015 年） 
坂本ガバナー（京都八幡ＲＣ）設計士ですが、浄土宗のお寺の住職 
北川原ガバナー（奈良大宮ＲＣ）東大寺のトップ 東大寺の普段は見学できないところも案内してもらった。 
中澤ガバナー（京都南ＲＣ） 以上３名のガバナー時に担当した。 

④最後に 

人生 100 年時代、ロータリーの活動を通じ、社会に貢献をし続

けていきたい。 
幸せって何だろう！幸せは、人が評価するものではなく、自分が

「何を幸福だと思うのか？」が大切だと思う。 
＜杉本会長お礼の言葉＞密度の濃い経験をお聞かせ頂きましてありがとうございました。ロータリーは奉仕活動

の充実と親睦活動だというとおっしゃっておられました。今年度コロナ禍ではありますが、少しでも最後まで可

能性を探っていきます。また、私も「人との出会い」を楽しみにロータリー活動を続けていきます。 
 



 

  

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

3/22 ３３ ２３ ８ ０ ２ 74.19% 

 

委員会報告                    ３月２２日（月） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3 月 22 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 25,000 円 602,000 円 1,052,000 円 

ロータリー財団 16,000 円 442,000 円 

米山記念奨学会 15,000 円 437,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 東角 倉本 
水﨑 柿木   杉本 川上 八百山  南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 倉本 
水﨑 柿木   杉本 川上 八百山  南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

杉本会長 毎日暖かいですが、風が強いです。花粉症には

ヤバいです。本日は林田恒正会員 卓話よろし

くお願いします。 
三寺幹事 林田恒正会員 卓話よろしくお願いします。 
釣部   林田恒正会員 本日は卓話御苦労様です。 
林田千之 恒正さん お話楽しみにしています！もう、席

をコの字型にしては？ 
小見山  林田さん 卓話御苦労様です。楽しみにしてお

ります。 
北    林田恒正会員の卓話楽しみにしています。 
下田   林田さん 卓話ご苦労様です。 
金    歓送迎会のシーズンですが、油断しないで御用

心ください。 
林田恒正 つまらない話ですけれど、聞いてください！ 
東角   林田恒正様 今日の卓話ご苦労様です。楽しみ

にしています。 
倉本   本日は林田恒正会員 卓話御苦労様です。 
水﨑   丸岡城の桜が開花しました。先週の山下さんの

卓話に感銘を受けました。 
 

柿木  林田恒正さん 卓話よろしくお願いします。 
上屋敷 今日もニコニコ箱へたくさんのご寄付ありがとうございま

す。 
川上  林田恒正会員 卓話楽しみしています。 
竹澤  林田恒正会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
西出  林田恒正会員 卓話宜しくお願い致します。 
八百山 私達の企業では、「人との出会い」が大変重要です。本日の卓

話を楽しみにしています。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

委嘱状授与                         ３月２２日（月） 

 
 
２０２１～２２年度地区委員委嘱状  
  
地区ロータリー情報委員長  
就任 林田 千之 会員 


